
- 1 - 
(c)2022 旺文社 教育情報センター 

 2023年 新設予定の学部・学科  
 

2023年 新設予定の 

学部・学科情報［認可申請状況］ 
例年同様、看護・医療系の申請が見られるとともに、 

データサイエンス系の新設予定が目立つ！ 
 

旺文社 教育情報センター 2022 年 5 月 2 日 

 

文部科学省は4月6日、2023年度（来年4月）新設に向けて認可申請のあった学部・学科を公表

した（3月末申請）。学部の新設は、国立2大学・私立14大学から計18学部・18学科が、学科の新設

は国立1大学・私立3大学から、計4学部4学科が申請された（※1）。認可は、昨年10月末に申請さ

れている新設大学（※2）とあわせて8月末の予定。本稿では、4月6日に文科省より併せて公表され

た、私立大学の収容定員増加の認可申請（3月末申請⇒6月末認可）の情報等も含めた入学定員

増加の概況、ならびに、新設学部・学科の概況と認可申請一覧を示す。 

 （※1） 国立大学の「意見伺い」を含む。公私立大学の「認可申請」に相当。 

 （※2） 参照：「2023年の新設に向けて専門職大学5校が認可申請！」（2021年11月16日：旺文社 教育情報センター） 

 

 記載内容は、全て予定。今後の変更があり得る  
 

◎入学定員の増加 

2023年の大学1年次入学定員は、下の表で示した通り、現時点では前年より4,637人の増加

予定だ。うち、既設の私立大学31校からの定員増2,685人が6割弱を占めている。これをエリ

ア別に見ると、三大都市圏（※3）所在の大学23校から計2,310人、三大都市圏以外の大学8校

からは計375人の定員増が申請されている。人数規模では、100人以上の定員増を申請した大

学は11校で、計1,778人。このうち10校は、千葉・東京・京都・大阪・兵庫に所在する三大

都市圏の大学だ。系統別に概観すると、法・経済・社会などの社会科学系が多く、理工系、

教育系、体育・健康科学系、文・人文・外国語系、看護・医療系などが続く。 

 （※3）三大都市圏＝埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2023年 大学1年次 入学定員の増加予定数 

 

　◎大学の新設 682人増 （専門職大学682人）

　◎学部・学科の新設 1,270人増 （学部1,345人、学科△75人）

　◎定員増（3月末申請） 2,685人増

　◎定員増（6月末申請） 未定

　■合計 4,637人増 （今後、6月末の定員増の認可申請が控える）

※新設や定員増に伴う既設学部等の定員減を差し引いた純増数（通信教育課程は含まない）。△は減を表す。 

https://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=https://eic.obunsha.co.jp/
https://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2021/1116_1.pdf
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 一方、既設大学の学部・学科の新設によって純増する定員は1,270人。系統別で見ると、

法・経済・社会、看護・医療、理工の各系統が多い。 

4,637人が予定されている定員増（※4）は、入学定員100人の大学46校分に相当する。18歳

人口が減少している現状下では、少なくない数字と言えよう。 

 （※4）申請後の取り下げや、6月末の収容定員増の申請、既設学部・学科の募集停止等により実際は異なる。 

 

 

◎新設予定の学部・学科 

 今回、既設大学から設置の認可申請があった学部・学科は、計22学部22学科。系統別では、

例年通り看護・医療系統の申請は多い（大分大－医［先進医療科学］／新潟薬科大学－医療

技術［臨床検査］、看護／北陸大学－医療保健［理学療法］／大阪成蹊大学－看護／日本文

理大学－保健医療／鹿児島国際大学－看護）。 

 加えて、近年の数理・データサイエンス・AI教育の高まり（※5）から、関連分野の認可申請

が目立つ（一橋大学－ソーシャル・データサイエンス／順天堂大学－健康データサイエンス

／北里大学－未来工［データサイエンス］／京都女子大学－データサイエンス／大阪成蹊大

学－データサイエンス）。 

「私立大学の収容定員増加の認可申請一覧」には、別途届出での設置が予定されている学

部・学科も記載されている。こちらを見ても、この分野を前面に出した新設が目につく（東

京都市大学－デザイン・データ科学／中部大学－理工［数理・物理サイエンス、AIロボティ

クス］／大和大学－情報／武庫川女子大学－社会情報）。 

 なお、学部新設では、ハリウッド大学院大学がトータルビューティビジネス学部の設置を

申請している。大学院のみの大学が学部を新設するという形だ。認可されれば実質「大学新

設」で、ハリウッド専門職大学となる予定。また、天理大学と天理医療大学の各設置者合併

により、天理医療大学－医療（看護、臨床検査）は天理大学に統合される予定だ。 

 （※5） 参照：「数理・データサイエンス・AI教育の高まりを探る」（2022年4月26日：旺文社 教育情報センター） 

 

（2022.4 加納） 

 

 

 

次ページより、新設予定の学部・学科の「認可申請」状況を一覧で掲載 

  

https://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=https://eic.obunsha.co.jp/
https://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2022/0426_1.pdf
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■大学の学部新設（認可申請中／2022年8月末認可予定）　＊国立大は意見伺い

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

国立 一橋大学 ◎ソーシャル・データサイエンス学部 東京都 国立大学法人 ◎商学部〔定員減〕
・ソーシャル・データサイエンス学科 60 国立市 一橋大学 ・経営学科 △8

・商学科 △9
◎経済学部〔定員減〕
・経済学科 △17

◎法学部〔定員減〕

・法律学科 △11
◎社会学部〔定員減〕
・社会学科 △15

国立 静岡大学 ◎グローバル共創科学部 静岡県 国立大学法人 ◎人文社会科学部〔定員減〕
・グローバル共創科学科 115 静岡市 静岡大学 ・社会学科 △10

・言語文化学科 △6
・法学科 △6
・経済学科 △13
◎教育学部〔定員減〕
・学校教育教員養成課程 △40
◎情報学部〔定員減〕
・情報科学科 △2
・行動情報学科 △1
・情報社会学科 △7

◎理学部〔定員減〕

・化学科 △4
・生物科学科 △4
・地球科学科 △2
◎工学部〔定員減〕
・機械工学科 △8
・化学バイオ工学科 △2
◎農学部〔定員減〕
・生物資源科学科 △10

私立 福島学院大学 ◎マネジメント学部 福島県 学校法人
・地域マネジメント学科 90 福島市 福島学院

私立 順天堂大学 ◎健康データサイエンス学部 千葉県 学校法人
・健康データサイエンス学科 100 浦安市 順天堂

印西市

私立 ハリウッド ◎トータルビューティビジネス学部 東京都 学校法人
大学院大学 ・トータルビューティビジネス学科 港区 メイ・ウシヤマ

　　昼間主コース 80 学園
　　夜間主コース 80

私立 北里大学 ◎未来工学部 神奈川県 学校法人
・データサイエンス学科 100 相模原市 北里研究所

私立 新潟薬科大学 ◎医療技術学部 新潟県 学校法人 ◎薬学部
・臨床検査学科 60 新潟市 新潟科学 ・薬学科〔定員減〕 △50
◎看護学部 技術学園 ◎応用生命科学部
・看護学科 80 ・生命産業創造学科〔定員減〕 △15

私立 北陸学院大学 ◎健康科学部 石川県 学校法人 ◎人間総合学部〔廃止〕
・栄養学科 65 金沢市 北陸学院 ・子ども教育学科 △70

・社会学科 △70
　※2023年4月学生募集停止

◆北陸学院大学短期大学部
・食物栄養学科〔廃止〕 △60
　※2023年4月学生募集停止

私立 京都女子大学 ◎データサイエンス学部 京都府 学校法人 ◎現代社会学部
・データサイエンス学科 95 京都市 京都女子学園 ・現代社会学科〔定員減〕 △40

私立 追手門学院大学 ◎法学部 大阪府 学校法人
・法律学科 230 茨木市 追手門学院

私立 大阪成蹊大学 ◎看護学部 大阪府 学校法人
・看護学科 80 大阪市 大阪成蹊学園
◎データサイエンス学部
・データサイエンス学科 80

私立 摂南大学 ◎現代社会学部 大阪府 学校法人
・現代社会学科 250 寝屋川市 常翔学園

備考

■2023年 新設予定の学部・学科一覧（2022年3月末認可申請） 

※文部科学省発表資料等を基に旺文社作成。 

※備考に記した数字は、既設学部等の入学定員の増減。△は減を表す。 

※編入学定員、通信教育課程に関する事項は割愛。 

※国立大の意見伺いは、公私立大における認可申請に相当。 

https://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=https://eic.obunsha.co.jp/
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■大学の学部新設（続き）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

私立 宝塚医療大学 ◎観光学部 兵庫県 学校法人
・観光学科 80 尼崎市 平成医療学園

沖縄県
宮古島市

私立 日本文理大学 ◎保健医療学部 大分県 学校法人
・保健医療学科 大分市 文理学園

診療放射線学コース 80
　　臨床検査学コース 50
　　臨床医工学コース 30

私立 尚絅大学 ◎こども教育学部 熊本県 学校法人 ◆尚絅大学短期大学部
・こども教育学科 70 菊池郡 尚絅学園 ・幼児教育学科〔定員減〕 △50

菊陽町

私立 鹿児島国際大学 ◎看護学部 鹿児島県 学校法人 ◎経済学部
・看護学科 80 鹿児島市 津曲学園 ・経済学科〔定員減〕 △30

・経営学科〔定員減〕 △30
◎福祉社会学部
・社会福祉学科〔定員減〕 △10
◎国際文化学部
・国際文化学科〔定員減〕 △5
・音楽学科〔定員減〕 △5

計 16校
18学部
18学科

1,955

既設学部等の
入学定員の変更状況

・大学
・短大

△500
△110

■大学の学科新設（認可申請中／2022年8月末認可予定）　＊国立大は意見伺い

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

国立 大分大学 ◎医学部 大分県 国立大学法人 ◎教育学部〔定員増〕
・先進医療科学科 35 由布市 大分大学 ・学校教育教員養成課程 15

大分市 ◎経済学部〔定員減〕
・経済学科 △10
・経営システム学科 △5
・地域システム学科 △5
◎理工学部
・創生工学科〔廃止〕 △235
・共創理工学科〔廃止〕 △150
※2023年4月学生募集停止

・理工学科〔改組新設〕 355

私立 新潟青陵大学 ◎福祉心理学部 新潟県 学校法人 ◎福祉心理学部
・子ども発達学科 40 新潟市 新潟青陵学園 ・社会福祉学科〔定員減〕 △40

※2023年4月名称変更予定
福祉心理学部
→福祉心理子ども学部

私立 北陸大学 ◎医療保健学部 石川県 学校法人 ◎薬学部
・理学療法学科 60 金沢市 北陸大学 ・薬学科〔定員減〕 △5

私立 九州女子大学 ◎人間科学部 福岡県 学校法人 ◎人間科学部
・児童・幼児教育学科 100 北九州市 福原学園 ・人間発達学科（廃止）

人間発達学専攻 △130
　　人間基礎学専攻 △60
※2023年4月学生募集停止

◎家政学部
・人間生活学科（廃止） △40
※2023年4月学生募集停止

計 4校
4学部
4学科

235
既設学部等の
入学定員の変更状況

・大学 △310

■大学の学部設置者の変更（認可申請中／2022年8月末認可予定）

区分
大学名

（旧設置大学）
学部・学科等名

入学
定員

位置
設置者

（旧設置者）

私立 天理大学 ◎医療学部 奈良県 学校法人
・看護学科 70 天理市 天理大学

（天理医療大学） ・臨床検査学科 30
（学校法人
天理よろづ
相談所学園）

※天理医療大学－医療学部（看護学科、臨床検査
学科）の設置者を「学校法人 天理よろづ相談所学
園」 ⇒ 「学校法人 天理大学」に変更。

※設置者変更に伴い、天理医療大学は廃止。学校
法人 天理よろづ相談所学園は解散。

備考

備考

備考

https://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=https://eic.obunsha.co.jp/

